
【別添３】

平成２６年３月３１日をもって廃止されたもの

奈良県 奈良コンピューター専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ設計科

平成３０年３月３１日をもって廃止されたもの

奈良県 奈良コンピューター専門学校 工業専門課程　マルチメディア科

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　高度情報技術科(３年
制）

平成３１年１月１４日をもって廃止されたもの

秋田県 湯沢ドレメ専門学校 専門課程　服飾科　（ファッションベーシッ
クコース） （昼）
専門課程　服飾科 （夜）

平成３１年３月２９日をもって廃止されたもの

愛媛県 松山赤十字看護専門学校 医療専門課程　看護学科

平成３１年３月３１日をもって廃止されたもの

栃木県 刑部きもの学園女子専門学校 専門課程　和裁学科昼間部

専門課程　和裁学科夜間部

千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校 商業実務専門課程　環境・医療福祉学科

文化・教養専門課程　スポーツ・健康学科

静岡県 静岡こども福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科

教育・社会福祉専門課程　こども福祉学科

京都府 日本バプテスト看護専門学校 医療専門課程　看護科

島根県 島根総合福祉専門学校 社会福祉専門課程　児童福祉科

令和元年９月３０日をもって廃止されたもの

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程　国際経営学科（10月生）

令和２年度 専門士と称することができる専修学校専門課程で廃止となった課程

位置 専　修　学　校　名 課　程　名

位置 専　修　学　校　名 課　程　名

位置 専　修　学　校　名 課　程　名

位置 専　修　学　校　名 課　程　名

位置 専　修　学　校　名 課　程　名

位置 専　修　学　校　名 課　程　名



令和２年１月７日をもって廃止されたもの

愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程　医療事務・秘書科

令和２年１月３１日をもって廃止されたもの

奈良県 関西文化芸術学院 芸術専門課程　芸術総合学科

令和２年３月３１日をもって廃止されたもの

北海道 札幌アニメ・声優専門学校 文化・教養専門課程　クリエーティブデザイ
ン科

札幌商工会議所付属専門学校 商業実務専門課程　営業販売学科

日本工学院北海道専門学校 文化・教養専門課程　ゲームクリエイター科

北海道メディカル・スポーツ専門学
校

医療専門課程　鍼灸学科(夜間）

岩手県 岩手医科大学医療専門学校 歯科技工専門課程　歯科技工学科

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門
学校

文化・教養専門課程　音楽コミュニケーショ
ン科（３年課程）
文化・教養専門課程　音楽コミュニケーショ
ン科（昼間Ⅰ部）
文化・教養専門課程　音楽コミュニケーショ
ン科（昼間Ⅱ部）
文化・教養専門課程　クリエーティブコミュ
ニケーション科（昼間Ⅰ部）

東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程　情報経理学科

東北電子専門学校 工業専門課程　ホームエレクトロニクス技術
科

東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども未来科

東日本医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科（夜間部）

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　医療秘書科

商業実務専門課程　歯科アシスタント科

商業実務専門課程　税理士・会計士科

商業実務専門課程　調剤ビジネス科

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程　ビジネス選択科（２年
制）

国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　グローバル英語学科

文化教養専門課程　公務員法律学科（２年
制）

位置 専　修　学　校　名 課　程　名

専　修　学　校　名 課　程　名位置

位置 専　修　学　校　名 課　程　名



中央福祉医療専門学校 専門課程　医療福祉科

専門課程　健康福祉科

専門課程　社会福祉科

群馬県 ウェディング・ホテル＆ツーリズム
専門学校

商業実務専門課程　トラベル・ハネムーン学
科

群馬県美容専門学校 美容専門課程　エステティック学科

専門学校中央情報大学校 工業専門課程　総合ビジネス学科

商業実務専門課程　医療福祉秘書学科

中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　観光ビジネス学科

商業実務専門課程　健康スポーツ学科

埼玉県 大原こども専門学校 教育社会福祉専門課程　福祉学科

国際航空専門学校 専門課程　操縦科

さいたま赤十字看護専門学校 医療専門課程　看護学科

埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科Ⅱ部

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　ＤＴＰデザイン学科

東京都 ＨＡＬ東京 デジタル専門課程　電子制御学科

大森家政専門学校 家政専門課程　服飾科（昼間部）

首都医校 医療専門課程　救急救命学科（夜間部）

医療専門課程　言語聴覚学科（夜間部）

医療専門課程　臨床工学学科（夜間部）

上智社会福祉専門学校 保育専門課程　保育士科

駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程　エアライン学科

東京栄養食糧専門学校 製菓専門課程　製菓・カフェ経営科

東京モード学園 ファッション専門課程　ファッションデザイ
ン学科昼間部

尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程　エンタテインメントビジネス
創造学科

日本工学院専門学校 工業専門課程　医療事務科

町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程　雑貨・プロダクトデザイ
ン科

町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程　こども保育学科Ⅱ部



ヤマザキ動物専門学校 動物管理専門課程　動物美容学科

神奈川県 ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科

新横浜歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科

横浜システム工学院専門学校 工業専門課程　コミック・ＣＧアニメ映像科

新潟県 国際音楽・ダンス・エンタテイメン
ト専門学校

文化・教養専門課程　ウインドオーケストラ
科

国際外語・観光・エアライン専門学
校

文化・教養専門課程　国際英語コミュニケー
ション科（３年制）
文化・教養専門課程　こども英語教育科

国際調理製菓専門学校 文化・教養専門課程　日本語科

専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程　カーデザイン科

工業専門課程　カーデザイン専攻科

新潟医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　医療福祉科

新潟工科専門学校 工業専門課程　ものづくりデザイン科

新潟公務員法律専門学校 文化・教養専門課程　上級行政学科

新潟日建工科専門学校 工業専門課程　建築ＩＴ科

富山県 富山情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科

石川県 大原簿記法律観光専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報工学科

工業専門課程　高度情報システム学科

工業専門課程　情報ビジネス学科

金沢ウエディング・ビューティー専
門学校

衛生専門課程　美容学科

こまつ看護学校 専門課程　看護学科

長野県 専門学校カレッジオブキャリア長野
校

衛生専門課程　美容芸術科

長野平青学園 商業実務専門課程　おもてなしビジネス科

静岡県 静岡産業技術専門学校 工業専門課程　広告・ＷＥＢデザイン科

静岡歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科

専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程　ロボット創造学科

専門学校東海工科自動車大学校 工業専門課程　一級自動車整備学科

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程　電子制御学科



愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程　高度情報処理学科（３年制課
程）

あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程　観光・レジャービジネス
科

独立行政法人国立病院機構名古屋医
療センター附属名古屋看護助産学校

看護専門課程　看護学科（三年課程）

トライデント外国語・ホテル・ブラ
イダル専門学校

商業実務専門課程　ウェディングプランナー
学科

トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程　ＣＧデザイン学科

文化教養専門課程　マンガ学科

名古屋医専 健康・スポーツ専門課程　スポーツトレー
ナー学科（昼間部）
福祉専門課程　介護福祉学科

名古屋外語・ホテル・ブライダル専
門学校

文化教養専門課程　航空ビジネス科

名古屋工学院専門学校 工業専門課程　情報デザイン科

名古屋コミュニケーションアート専
門学校

衛生専門課程　カフェ総合科（昼間Ⅱ部）

名古屋ブライダルビューティー専門
学校

衛生専門課程　トータルビューティー科

名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部）

医療専門課程　はり・きゅう学科（夜間部）

文化教養専門課程　プロフェッショナルト
レーナー学科

名古屋モード学園 ファッション専門課程　ファッションデザイ
ン学科（昼間部・２年制）

三重県 専門学校ユマニテク医療福祉大学校 医療専門課程　鍼灸学科

津田体育専門学校 社会体育専門課程　社会体育科

社会体育専門課程　幼児体育科

ユマニテクライフデザイン専門学校 文化教養専門課程　ライフデザイン学科

近江八幡市立看護専門学校 看護専門課程　看護学科

市立大津市民病院付属看護専門学校 医療専門課程　看護学科（３年課程）

京都府 京都医健専門学校 医療専門課程　柔道整復科（夜間部）

医療専門課程　鍼灸科（夜間部）

ディーズファッション専門学校 服飾・家政専門課程　ファッションクリエイ
ティブ学科
服飾・家政専門課程　ファッションザッカプ
ロデュース学科
文化教養専門課程　ファッションディスプレ
イ科

滋賀県



服飾・家政専門課程　ファッションビジネス
学科

大阪府 ＨＡＬ大阪 デジタル専門課程　電子制御学科

大阪医専 医療情報専門課程　医療秘書学科（昼間部）

大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 芸術専門課程　総合アート学科

大阪情報専門学校 工業専門課程　医療情報学科

大阪ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程　柔道整復師学科（夜間部）

医療専門課程　鍼灸師学科

大阪保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　医療秘書・情報科

教育・社会福祉専門課程　介護福祉科夜間部

大阪モード学園 ファッション専門課程　ファッションデザイ
ン学科昼間部

大原医療福祉製菓専門学校梅田校 商業実務専門課程　医療秘書学科

高津理容美容専門学校 衛生専門課程　国際エステ・セラピスト専門
学科

中央工学校ＯＳＡＫＡ 文化・教養専門課程　日本語科（進学２年
コース）

平成医療学園専門学校 医療専門課程　柔道整復師科（夜間部）

医療専門課程　鍼灸師科（夜間部）

島根県 島根総合福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士科

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　自動車カスタマイズ学科

工業専門課程　情報システム学科

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉リハビリ専門学校 農業専門課程　農園芸学科

文化・教養専門課程　みどりの環境学科

穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物看護学科

徳島県 専門学校穴吹情報公務員カレッジ 工業専門課程　情報システム学科

工業専門課程　デジタルクリエイト学科

商業実務専門課程　情報ビジネス学科

文化・教養専門課程　行政ビジネス学科

専門学校穴吹福祉医療カレッジ 医療専門課程　歯科衛生士学科

教育・社会福祉専門課程　こども・社会福祉
学科



教育・社会福祉専門課程　こども保育学科

商業実務専門課程　医療事務・ドクターズク
ラーク学科

専門学校　健祥会学園 社会福祉専門課程　保育福祉学科

香川県 専門学校穴吹動物看護カレッジ 文化教養専門課程　動物衛生看護学科

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程　医療情報科

麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＣＧクリエータ科

工業専門課程　Ｗｅｂクリエータ科

工業専門課程　ゲームクリエータ科

工業専門課程　漫画・アニメ科

専修学校麻生ビューティーカレッジ 衛生専門課程　ビューティースペシャリスト
科

大村美容ファッション専門学校 美容専門課程　美容科（夜間部）

佐賀県 九州医療専門学校 医療専門課程　柔道整復師科Ⅱ部（昼間部）

佐賀工業専門学校 工業専門課程　建築学科

緑ドレスメーカー服飾専門学校 家政専門課程　洋裁科昼間部

長崎県 専修学校　Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔ
ｙ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｂｅｌｌｅ
Ｆｅｍｍｅ

衛生専門課程　美容科

熊本県 九州技術教育専門学校 家政専門課程　生活総合科

熊本外語専門学校 教養専門課程　中国語科

熊本情報経理専門学校 商業実務専門課程　医療情報ビジネス科

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 商業実務専門課程　ビジネス情報学科

令和２年４月１日をもって廃止されたもの

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程　医療情報学科

ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程　医療情報学科

国際エステティック専門学校 衛生専門課程　福祉皮膚美容学科

専門学校九州スクール・オブ・ビジ
ネス

ビジネス専門課程　国際ビジネス学科

ビジネス専門課程　ファッションビジネス学
科

宮崎県 九州保健福祉大学総合医療専門学校 医療専門課程　鍼灸学科（夜間部）

位置 専　修　学　校　名 課　程　名



令和２年７月３０日をもって廃止されたもの

東京都 岩本和裁専門学校 和裁専門課程　和裁学科

令和２年８月１９日をもって廃止されたもの

東京都 山野医療専門学校 柔道整復専門課程　柔道整復科（昼間部）

位置 専　修　学　校　名 課　程　名

課　程　名位置 専　修　学　校　名


